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 お問い合わせ
E-Mail tompa_tv@mao.co.jp

トンパテレビ開局から３ヶ月。

イベントやお祭り、発表会などの
生中継に加え、個性あふれるオリ
ジナル番組が、この秋続々と登場
しています。

女性ボーカルユニット「Autumn 
Rain」、アイドル系シンガーソン
グパフォーマー「亜桜ゆぅき」、
お笑いコンビ「虎あげは。。」の
セルフプロデュース・チャンネル

をはじめ、世界初の八百屋ＴＶ！
「yaotomi TV」、新企画ビュー
ティー・チャンネル「モカラのち
かちかポカン」、and more..

　そして、浜松のタレント養成ス
クールの生徒たちが多数登場する
「ヒーローズチャンネル」も回を
重ねる毎にますます快調です！

テレビじゃ見れないユニーク番組
トンパテレビで、ぜひ！

音楽のまち浜松の音楽の祭典 やらまいかミュージックフェスティバ in はままつ を生中継しました

オリジナル番組続々登場
この秋、一気に超個性的な５番組がスタート！

TOMPA_TVのYouTubeチャンネル

TOMPA_TVの公式ツイッター

10月9日～10日の二日間、浜松市中心部に設けられた
計22ステージで219組（1,041人）が出演した「音楽
の浜松まつり」のキタラステージのライブをトンパテ
レビが生中継しました。--> 録画版＠トンパテレビ

初日はあいにくの雨でしたが、出演者たちの演奏はど
れも熱く、２日目は奇跡の晴天も手伝って、
すばらしい音楽の祭典となりました。
　　　　　　　 → やらフェス公式サイト

編集・発行：TOMPA_TV
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トンパテレビは お笑いも おもしろい
インディーズ・ミュージシャンがいるように
インディーズ芸人がいます。

インディーズ・ミュージックの中にも素晴らしい音楽が
あるように、インディーズお笑いにも爆笑モノがあり
ます。

浜松・豊橋・名古屋を中心に活動しているインディーズ
お笑い芸人たちによる「テレビじゃ絶対に見れない」

お笑いを、あなたもぜひライブ会場で楽しんでみてくだ
さい。

トンパテレビでは浜松で毎月開催しているお笑いライブと
豊橋漫才コンクールを生中継しました。

と、いうことで、ライブ会場へ出掛ける前に、それが
どんなお笑いなのか、トンパテレビでぜひチェックして
ください！

あ、音楽もお笑いも、やっぱし生がイチバンですYO！

↓トンパテレビが生中継した動画の録画版やバックステージの様子をお楽しみ下さい↓

＊浜松爆笑お笑いライブ（8/27  浜松窓枠）＊
＊オフィシャルサイト＊

＊豊橋漫才コンクール2010（10/16）＊
＊オフィシャルサイト＊

そしてはじまる！
虎あげは。。with 信長マスター の メガヒゲ定食 ＠ セルフ・プロデュースチャンネル #3-1

浜松の人気インディーズ漫才コンビ虎あげは。。が
後輩芸人の信長マスターを引き連れてトンパテレビに
参上！大暴れの予感...？！？
で、笑いのエルニーニョ現象ってなんすか？（笑）

ってことで、いよいよ１０月２７日（水）
　　　　２０時ー２１時スタート！！

セルフプロデュースチャンネルは視聴者の要望次第で
続いていく月イチレギュラー番組です。

トンパテレビのセルフ・プロデュースチャンネルは、文字通り自分で自分をプロデュースする１時間番組です。
音楽や表現、作品などを世界に発信したい！自分自身を世に出したい！おもしろいことやりたい！
そんなアナタの冠番組を作りませんか？自薦他薦は問いません。立候補・応募をお待ちしています。

＊公序良俗、トンパテレビの主旨に反する内容の場合はお断りします。お問い合わせ・ご応募はメールでどうぞ。 tompa_tv@mao.co.jp
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トンパテレビではイベントなどの生中継をすべて番組を配信し
ているUSTREAM（ユーストリーム）のウェブページに録画保存
して繰り返し再生できるようにしています。

そして、ハンディカメラや写真の映像・画像で構成したイベン
ト会場全体の様子がわかるダイジェスト・ビデオを動画共有サ
イトYouTube（ユーチューブ）で公開しています。

イベントの生放送や記録だけではない、ソーシャル・メディア
としてのトンパテレビのこのサービスは、プロの機材やプロの
編集テクニックを用いたものではありませんが、開始以来とて
もご好評をいただいています。

11月以降に生中継放送が決定している番組では、ソーシャル
メディアの運用と活用をあらたに展開し、プレゼンテーションし
ていきますので、ご興味ご関心のある方はぜひお見逃しなく！

　　　→ 詳細ページ上段：豊橋漫才コンクールの舞台裏
中段：yaotomi TV の番宣ビデオ
下段：浜松開誠館中高生チア部

トンパテレビは生中継だけではありません。プロモーションビデオも作ります。宣伝もします。

TOMPA_TV の YouTubeチャンネル

　T-1ch　　T-2ch

文化、スポーツ、育成事業、教育、地域の様々な活動、コミュニケーションを生中継しています。

静岡県内唯一のスケートリンクが10月24日
オープン、毎年この日は滑走無料で、たくさ
んの人々が詰めかけスケートを楽しんでいる
様子を生中継しました。
　→ 浜松スポーツセンター・ホームページ

10月３日アクトシティ浜松大ホールで開催さ
れた琴城流大正琴振興会主催による「第７回
アンサンブルコンサート」を生中継しました。
（録画された動画は記録としてご覧下さい。）

　→ 琴城流大正琴振興会・ホームページ

トンパテレビは、わたしたちの身の回りで起こっている出来事をインターネットでライブ中継取材する
「インターネット放送局」です。ライブ中継してほしいショップ・イベント・その他なんでも、お知ら
せ下さい。取材に出かけていきます。また、動画活用を模索している方からの相談をお受けいたします。
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TOMPA_TV 今後の放送予定
10月27日（水）虎あげは。。のメガヒゲ定食　20時ー21時（セルフプロデュースチャンネル第３弾）
10月30日（土）浜北産業まつり（グリーンアリーナから産業まつりの様子を生中継）
10月31日（日）ストリート・フェスティバル　ヒーローズ・ステージ（浜松中心街　モール街　サゴー前）
11月 4日（木）ヒーローズチャンネル（毎月第１・２・３木曜 20時ー20時45分）
11月 9日（火）新・八百屋物語 yaotomi TV（18時ー19時）
11月12日（金）第22回全国消防操法大会 蒲郡大会
11月16日（火）新番組ビューティーチャンネル「モカラのちかちかポカン」第１回目（詳細は後日発表）
11月18日（木）ヒーローズチャンネル
11月21日（日）ララポート磐田　ヒーローズアカデミー・ライブ（予定）
11月23日（火） yaotomi TV（18時ー19時）
11月25日（木）Acoustic Bar Lily Live from 浜松 G-SIDE
11月28日（日）豊岡産業まつり　ヒーローズ・ステージ

この他にも進行中の番組企画が何本かあります。
最新情報はTOMPAブログやツイッターでリリースします。

12月に放送予定の特別番組を近日中に発表します。
どうぞお楽しみに！　いや、マジすげーのやるから！！

特報！第22回全国消防操法大会をトンパテレビが完全生中継！！

このニュースペーパーはポッドキャストを利用して配信しています。
ポッドキャストは音声、動画、写真、PDF書類、電子書籍をブログを通じて配信する仕組みです。
世界の大学や医療現場などでは講義や研究成果の発布などにも活用されていたり、映画や音楽など
のプロモーションにも広く活用されています。11月27日（土）19時からアップルストア名古屋栄で
ポッドキャストの活用法や楽しさについてのビギナー向けワークショップが開催されます。（参加無料）

　→ ポッドキャスト・ビギナーズ・クラブ PCBC （主催：トンパテレビ名古屋責任者・足立）

各都道府県から選抜された全国の消防団が
日頃鍛えた消火技法を披露し、速さと正確性
規律の正しさを競う全国消防操法大会が実施さ
れます。全国の精鋭が集まるこの大会は「消防
の甲子園」とも呼ばれ、日本一の消防団を目指
し熱気あふれる競技が繰り広げられます。

　　　　（蒲郡市消防本部の許可により引用）

この模様を (財) 日本消防協会の許可のもと
トンパテレビが会場から完全生中継します。

平成22年11月12日（金） 午前9時～午後4時30分
会場：蒲郡ボートレース場　南駐車場
入場：無料（JR蒲郡駅南口より無料シャトルバス運行）
競技大会の他、全国各地の特産品の展示即売や救命
講習、消防車や防災グッズの展示なども行われます。
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TOMPA_TV の番組情報を直
接お届けするニュースレターは
Apple の iTunes に登録すると最新号

が自動的に配信されます。

【登録はこちらでできます】

ご支援のお願い
TOMPA_TVを貴社の 

PRやプロモーションに
お役立てください。

TOMPA_TVは主催者・出演者の
要望で、または許可を得て撮影しています。
生番組は通信環境や天候などの事情により
内容の変更や録画・編集版での配信になる
場合があります。

TOMPA_TV では、生中継・取材希望を
随時受付しています。まずはお気軽にご
相談ください。tompa_tv@mao.co.jp

内容によってはご要望にお応えできない場合があります。

みんなのインターネット放送局 from HAMAMATSU
TOMPA_TV（トンパテレビ）は...
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。

浜松を拠点に、豊橋・岡崎・豊田・名古屋を
結んで全世界に多彩な情報番組を生中継する

インターネットの放送局です
• • •

地域のおまつり、企業やショップ、音楽やお笑いの
ライブ、スポーツ、その他なんでも、生中継して欲
しいイベントがあればお知らせ下さい。取材に出
かけていきます！

トンパテレビ　浜松（事業本部）責任者：村井

トンパテレビ名古屋　　　　　　責任者：足立
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